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（写真）大衆意思党ツイッターより 

“グアイド議長の腹心フレディ・ゲバラ氏 拘束される” 

１． 一週間のまとめ（７月１１日～７月１７日）          

（１）与党陣営の動き ～野党政治家に拘束圧力～          

 

７月１２日 グアイド議長の腹心で、２０１８年には国会第１副議

長を務めた「大衆意思党（VP）」のフレディ・ゲバラ氏が、公安

（SEBIN）に拘束された（「ベネズエラ・トゥデイ No.625」）。 

 

また、同日グアイド議長が住むマンションの駐車場にも「特別機動

部隊（FAES）」の職員が潜伏し、帰宅したグアイド議長を襲った（拘

束はされなかった）。 

 

拘束翌日の７月１３日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、ゲバラ氏

を拘束した理由について、「VP 党員がマフィアと結託し、治安を不

安定にしていたことが判明したため」と説明。 

今週のテーマ 

 

１． 一週間のまとめ 

（１） 与党陣営の動き 

～野党政治家に拘束圧力～ 

・・・・・・・・・・・・・・ １p 

 

（２） 野党陣営の動き 

～交渉に暗雲も、選挙参加意志あり～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ３p 

 

（３） 外国の動き 

～国際社会 野党政治家の拘束を非難～ 

・・・・・・・・・・・・・・ ４p 

 

（４） 今週、来週の主なイベント 

・・・・・・・・・・・・・・ ５p 

 

（５） 債券の元利支払い状況 

・・・・・・・・・・・・・・ ６p 

 

２．ロドリゲス議長の WhatsApp 告発詳細 

・・・・・・・・・・・・・・ ７p 

 

３．クリニカ・アビラの 

Covid-１９対応状況 

・・・・・・・・・・・・・・ １２p 

 

 

 

４．ベネズエラ債券・経済指標の増減 

・・・・・・・・・・・・・・ １４p 

 債券指標の動き 

カントリーリスク分析  

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
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加えて、６月２２日にはマドゥロ大統領が出席したカラボボ州での政治イベン

トでドローン４機が飛来し、マドゥロ大統領を暗殺しようとしたと指摘。その

後、７月にも暗殺計画が存在したと主張している。 

 

ロドリゲス議長は、一連の計画に関与した他の VP 党員も拘束すると発表。 

エミリオ・グラテロン氏、ヒルベル・カロ氏ら５名が指名手配された。 

 

マドゥロ政権側が根拠として公表したのは、VP 党員らのメッセージアプリ

「WhatsApp」のやり取り。内容については本稿「ロドリゲス議長の WhatsApp

告発詳細」で紹介している。 

 

前号「カントリーリスク・レポート No.210」の通り、グアイド政権側で交渉

窓口を務めていたヘラルド・ブライ氏が「８月からメキシコで与野党交渉が本

格的に始まる」と述べた矢先の出来事であり、交渉に大きく水を差すことにな

りそうだ。 

 

なお、マドゥロ政権側は「交渉で和平を進めながら、同時に暴動を企てる姿勢

は信頼に値しない」と主張。ロドリゲス議長は、VP（レオポルド・ロペス党首）

は元々、交渉には乗り気ではなく、この交渉を台無しにするために暴動計画を

企てたのではないかと推測している。 

 

確かに VP は、現在は他の主要野党（「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」

「新時代党（UNT）」）の圧力を受けて、交渉参加に傾いているが、本来であれ

ば交渉とマドゥロ政権下での選挙参加を志向する政党ではない。 

 

交渉の流れを止めるために敢えて問題を起こしたとしても不思議ではないが、

信じがたい気もする。 

 

ただ、２０年５月に起きた武力を使ったマドゥロ政権倒壊計画「Gedeon 

Operation」などグアイド政権は関与を否定したが、実際は関与していたとい

う前例もあり、完全に嘘と一蹴することもできないだろう。 

 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

マドゥロ政権 フレデ

ィ・ゲバラ氏を拘束。 

 

拘束した理由は、カラ

カスのマフィアグルー

プと結託し、国内の治

安 を 不 安 定 に し た 容

疑。 

 

他にも VP 党員らを指

名手配に。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/01c3ed2cfc20ae1d3927297f2f5d44af.pdf
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（２）野党陣営の動き ～交渉に暗雲も、選挙参加意志あり～                   

 

真相がどうであれ、マドゥロ政権による野党政治家の拘束・迫害は与野党交

渉の進展を大きく後退させる。 

 

ロペス VP 党首は「マドゥロ政権が交渉の進展を阻害し、野党を分裂させる

ため、一連の逮捕劇を作った」と反論。「ゲバラ議員の拘束により、与野党交

渉に大きな障害が出来た」との見解を示している。 

 

ただし、与野党交渉を破談させたとしても、野党側に進む道は用意されてい

ない。ゲバラ議員が拘束された後も与野党交渉の続行を望む野党政治家は多

く、州知事選出馬に向けた野党内の動きは徐々に進んでいる印象を受けてい

る。 

 

７月１６日 主要野党の中で選挙参加を強く訴えている PJ のカルロス・オカ

リス氏は「仮に野党が１１月の選挙に参加するならミランダ州知事選に出馬

したい」との意向を明言した。以前からオカリス氏がミランダ州知事選に出

馬したいと考えていたことは明らかだったが、明言したのは今回が初めて

だ。 

 

また、同日にタチラ州の州都サンクリストバル市の市長を務めたことのある

ダニエル・セバジョ氏が１１月の州知事選にタチラ州知事候補として出馬す

ると表明した。 

 

ダニエル・セバジョ氏は VP の党員で、ロペス党首の方針と異なる。セバジ

ョ氏の出馬宣言について、野党支持者からロペス党首に対して見解の表明を

求める声が出ているが、現在のところロペス党首はセバジョ氏の出馬につい

て見解を表明していない。 

 

また、７月１７日には主要野党が共同声明を発表。 

「交渉を阻害しようとするマドゥロ政権の工作に負けず、我々は団結を維持

しており、引き続き国際社会の協力と支援を受け平和的で民主的な交渉によ

る問題解決を模索する」との見解を示している。 

 

つまり、現時点では当初の予定通り、８月に与野党交渉がメキシコで行われ

る見通しだ。 

POINT 

 

 

ゲバラ氏の拘束により

与野党交渉の進展に暗

雲が立ち込めている。 

 

しかし、その後も一部

の野党政治家は１１月

の州知事選への出馬希

望を表明。 

 

１７日には主要野党が

「交渉を模索する」と

の共同声明を発表。 

 



 
COUNTRY RISK REPORT 

No.２１１   ２０２１年７月１８日（日曜） 

4 

 

エミリオ・グラテロン氏 

 

（３）外国の動き ～国際社会 野党政治家の拘束を非難～                      

 

マドゥロ政権は、カラカス・マフィアとの関係が指摘されている VP 党員らを

指名手配している。 

 

７月１６日 その中の一人、VP 党員でチャカオ市の市長を務めたこともある

エミリオ・グラテロン氏が在ベネズエラ・チリ代表大使の公邸に亡命したこと

が明らかになった。 

 

チリ大使公邸では、２０１７年１１月～２０年９月まで、今回拘束されたフレ

ディ・ゲバラ氏を保護しており、今回改めてグアテロン氏を保護することにな

る。大使公邸はチリ政府の領土のため、公邸で匿われているグラテロン氏をマ

ドゥロ政権が拘束することはできない。 

 

他、米国政府・カナダ政府・コロンビア政府・欧州連合・米州機構など国際社

会は相次いでマドゥロ政権による野党政治家の拘束を「迫害」と非難。与野党

交渉の進展の妨げになると懸念を表明し、フレディ・ゲバラ氏の即時解放を求

めた。 

 

一方、ロドリゲス国会議長は国際社会の自動的な野党擁護を非難。 

 

一般大衆の抗議行動は尊重するが、一部の過激派が実施する抗議行動は抗議で

はなく、政権交代を目的としたテロ行為に当たると指摘。 

 

マドゥロ政権は彼らがテロ行為を行っている証拠を提示しており、その証拠を

無視し、自動的にテロリストを支援する声明を発表することは容認できないと

反論している。 

 

なお、マドゥロ政権側のサアブ検事総長も、Cota９０５で活発化しているマフ

ィアの動きの背景には、野党が関与していると主張。様々な事実がそれを裏付

けているが、実態を解明するためには外国のお金の動きを確認する必要がある

として、「国際刑事裁判所」に真相の解明に協力するよう求めている。 

 

 

 

 

POINT 

 

 

 

チリ大使公邸 VP の

エミリオ・グラテロン

氏を保護。 

 

欧米など国際社会は、

マドゥロ政権の野党政

治家迫害を相次いで非

難。 
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（４）今週、来週の主なイベント                                         

 

７月１４日 マドゥロ大統領は、Covid-１９感染防止策「７＋７」（１週間ごとに隔離と隔離緩和を繰り返す感染

防止策）の解除を検討していると発表。Covid-１９対策委員会が承認した場合は、７月１８日から「７＋７」が解

除されると説明した。現時点で正式な結論は出ていないが、産業界は「７＋７」の解除について肯定的な意見を述

べている。他方、ワクチン接種が十分に普及していない中で「７＋７」を解除することに懸念を表明する声もあ

り、賛否両論がでている。 

 

なお、７月１８日から英国銀行に保管されているベネズエラ中央銀行の GOLD（約１５億ドル相当）の裁量権を巡

り、与野党代表弁護士らの協議が予定されている。この会合のポイントは英国政府がマドゥロ政権とグアイド政権

のどちらをベネズエラ政府と認識しているかが焦点。英国の外相が協議に出席するという。英国は実務レベルでは

マドゥロ政権をベネズエラ政府として扱っているが、公にはグアイド政権をベネズエラ政府と認識している。 

 

 

表：　７月１１日～７月１７日に起きた主なイベント

内容

７月 １１日 日

１２日 月 Covid-１９隔離週間

フレディ・ゲバラ氏　SEBINに拘束される

１３日 火 ロドリゲス議長　野党とマフィアの関係を告発

１４日 水 マドゥロ大統領　７月１８日から「７＋７」解除を検討

１５日 木

１６日 金

１７日 土 エミリオ・グラテロン氏　チリ大使公邸に亡命

表：　７月１８日～７月２５日に予定されている主なイベント

内容

７月 １８日 日

１９日 月 Covid-１９隔離緩和週間（同日以降、７＋７解除の可能性も）

英国　GOLD裁量権巡り与野党が協議（７月２２日まで）

２０日 火

２１日 水

２２日 木

２３日 金

２４日 土 シモン・ボリバル生誕記念日　国民の休日

２５日 日

日付

日付
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（５）債券の元利支払い状況                                         

 

 

表：グレースピリオドの期限を迎える債券の現状（７月１６日時点）

（単位：１００万ドル）

種類 債券
猶予期間

失効日
元本 利息 種類 債券

猶予期間

失効日
元本 利息

国債１９ １１月１３日 2,496 483.6 PDVSA２６ ６月１５日 0 1,080.0

国債２４ ５月１３日 0 823.7 PDVSA２４ ６月１６日 0 1,200.0

国債２５ ５月２１日 0 489.5 PDVSA２１ ６月１７日 1,596 861.6

国債２６ ５月２１日 0 1,410.0 PDVSA３５ ６月１７日 0 1,169.6

国債２３ ６月７日 0 720.0 PDVSA２２O ３月１７日 2,000 1,338.8

国債２８ ６月７日 0 740.0 PDVSA２７ ５月１２日 0 564.4

国債１８ ７月１日 1,000 105.0 PDVSA３７ ５月１２日 0 288.8

国債２０ １月９日 1,500 315.0 PDVSA２２ １１月２７日 1,000 630.0

国債３６ １月２９日 0 1,137.5 PDVSA２０ １１月２７日 1,684 214.8

国債３４ ２月１３日 0 492.2 6,280 7,347.9

国債３１ ３月５日 0 1,756.9 ７月２９日 0 150.0

国債１８ ９月１５日 1,053 102.6 ８月１３日 0 70.3

国債１８Ｆ ９月１５日 0 40.8 0.0 220.3

国債２２ ３月２３日 1,000 1,338.8 13,978.8 19,152.9

国債２７ ４月１５日 0 1,295.0

国債３８ ４月３０日 0 306.6

7,049 11,557.2   グレースピリオド切れ（１回目）

電力債１８ ４月１０日 650.0 27.6   グレースピリオド切れ（２回目）

650.0 27.6   グレースピリオド切れ（３回目）

13,978.8 18,933   グレースピリオド切れ（４回目）

（出所）ベネインベストメント作成   グレースピリオド切れ（５回目）

  グレースピリオド切れ（６回目）

  グレースピリオド期間中   グレースピリオド切れ（７回目）

  政府組織１００％保有債券   グレースピリオド切れ（８回目）

債務者
Grace Period

満了
債務者

Grace Period

満了

政府 18,606.2 電力公社 677.6

PDVSA 13,627.7 合計 32,911.4

33,131.7

13,627.7

総計

Grace Period

期間中含む

Grace Period

期間中含む

33,131.7

18,826.5 677.6

国

債

グレースピリオド期間含む未払計

グレースピリオド切れの未払計

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド期間中未払

グレースピリオド満了未払

グレースピリオド満了未払

P

D

V

S

A

債

国債３６

国債３４
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２．ロドリゲス議長の WhatsApp 告発詳細                                  

 

７月１３日 ホルヘ・ロドリゲス国会議長は、野党がカラカス・マフィアと

結託し社会を混乱させようとしていたと告発。その証拠として「大衆意思党

（VP）」のレオポルド・ロペス党首と党員らのやり取りを公表した。 

 

また、ロドリゲス国会議長は先日拘束したタチラ州の人権団体「Fundaredes」

のハビエル・タラソナ氏の WhatsApp のやり取りも公表している。 

 

この２点について、実際に公表したメッセージのやり取りの内容について確

認してみたい。 

 

最初に「Fundaredes」のハビエル・タラソナ氏と WhatsApp のやり取りに

ついて確認したい。実はこのやり取りはメディアではほとんど報じられてい

ないが、（真偽のほどは別として）両者のやり取りの中には極めてショッキ

ングなことが書かれている。 

 

メッセージは、タラソナ氏（以下、T）とコロンビア大統領府のファン・エ

ステバン・ゴメス氏（以下、G）とのやり取り。 

 

<２０２１年６月２３日> 

G： ハビエル、２日のうちに新たな作戦を実行する。ソーシャルメディアの

情報に注意してくれ。コロンビアで起きていることを全て国境に持って

行く必要がある。ベネズエラとの問題に注意を向けなければいけない。

既に国防相は暴動鎮圧隊の注意を反らすため軍（おそらくベネズエラ軍）

の人権侵害の調査を行う予定だ。これらの事案を用いて注意を反らさな

ければいけない。また、コロンビア政府は被害者との世論を作るため、

これから起きることに注意を向けるよう注力しなければいけない。 

T：OK、兄弟。注意しておく。引き続き指示を頼む。 

 

＜２０２１年６月２５日＞ 

G：ハビエル、準備完了だ。（その後は、ドゥケ大統領の声明など） 

 

この日、ドゥケ大統領・モラノ国防相らがヘリコプターでククタへ移動する

際に何者かに銃撃を受けた（「ベネズエラ・トゥデイ No.618」）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
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コロンビア警察は調査の結果、現場付近でベネズエラ国軍が使用している銃を

発見したと発表しており、マドゥロ政権と協力関係にあるゲリラ組織による犯

行との見方で捜査を進めている。 

 

しかし、この WhatsApp のやり取りを信じるのであれば、このドゥケ大統領暗

殺未遂事件はコロンビアの国内問題（４月末から始まったドゥケ政権への抗議

行動は現在も続いており、これまでに６０名超が死亡。「ヒューマン・ライト・

ウォッチ」によると、少なくとも１６名の抗議参加者を警官が銃殺している）

から国民の注目を反らすための、ドゥケ政権の自作自演ということになる。 

 

個人的には、あまりに突飛すぎて、にわかには信じがたい。 

筆者は、コロンビアのドゥケ政権については、そこまで詳しくないため、その

ようなことをやりかねない政府なのかは判断できないが、事実であればとんで

もないことだろう。 

 

次にロペス VP 党首と VP 党員とのやり取りについて紹介したい。公表された

VP 党員とのやり取りは多い。ここでは一部について紹介したい。 

 

最初にロペス党首と Gocho Javier 氏とのやり取り。 

ロドリゲス議長は Gocho 氏について、カラカスで武装勢力の活動を調整して

いる人物と指摘しているが、この人物が誰なのかは特定できていないと説明し

ている。 

 

両名のやり取りでは、「La Vega」「Santa Rosaria」「EL Valle」などで街頭での

抗議行動を活発にするための調整を行っていることが確認できる。 

 

 

POINT 

 

 

 

ドゥケ大統領の暗殺未

遂事件は、国内問題か

ら注目を反らすための

コロンビア政府の自作

自演？ 

 

 

ロペス党首 「Santa 

Rosaria」「La Vega」

「El Valle」などで抗議

行動を計画。 
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以下は、ロペス党首と VP 党員の Hasler Igresias 氏とのやり取り。 

メッセージを見る限り、一連の計画のことを「Fiesta de Caracas」と呼んでお

り、Hasler 氏は「Fiesta de Caracas」を実行に移すため他の党員と連絡を取

り合っていることが確認できる。しかし、この計画を実行に移すためには

「Chamos（重要な協力者のこと）」の支援が必要だが、彼らの協力が明確では

ないと不安を伝えている。 

これに対して、ロペス党首は学生団体の「ダビッド」という人物と調整するこ

とが必要と説明。 

これに対して、Hasler 氏は「状況は極めてセンシティブでこれ以上は安全が保

障されていなければ動けない」と回答している。 

 

 
 

次はロペス VP 党首と党員のエミリオ・グラテロン氏のやり取り。 

 

エミリオ氏は、「Gocho 氏とペドロ氏と Hasler 氏と El Pelon 氏と会合を行っ

た」という。また、エミリオ氏は、「会合では、計画を強力なものにするために

必要な物資を集めるための検討をした」とロペス党首に伝え、ロペス党首は「組

織的で強力なものにするため物資について協議は重要だ。十分な物資を用意す

るべき」と返答。 

エミリオ氏は、「それでは、ソモサ氏とおもちゃ（Jugetes）を買うために必要

なドルについて調整する」と答えている。 

 

ロドリゲス議長は、この「Jugetes」が「武器」だと主張している。 

 

 

POINT 

 

 

 

ロペス党首 党員のエ

ミリオ・グラテロン氏

と抗議行動に必要な物

資 の 調 達 に つ い て 協

議。 

 

 

資金については、ソモ

サ氏と調整。 
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以下は VP 党員ヒルベル・カロ氏とアルフレド・ヒメロ氏のやり取り。 

ヒメロ氏は、「悪党がドルの保証金を求めている。支払いがなければ計画が進

まない。なぜなら VP の活動家はうわべだけだからだ。」と連絡。カロ氏は「了

解した。金策をする。Fiesta de Caracas を実行しよう」と回答している。 

 

 

 

また、６月初めにロドリゲス議長は、カロ氏がマフィアと一緒にいる写真を公

表し、VP とマフィアの関係を指摘していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.610」）。 

 

それらの背景情報なども勘案すると VP とマフィアグループに何らかの関係が

あったという疑惑があると判断しても不思議ではないだろう。 

 

 

POINT 

 

 

 

ヒメロ氏 VP の活動

家？について「泥棒」と

呼び、「カラカスの VP

活動家はうわべだけで

お金をもらわないと動

かない」と指摘。 

 

VP 党員が調整してい

る相手はカラカス・マ

フィアではなく、抗議

行動に参加する活動家

の 可 能 性 も あ り そ う

だ。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1afc0f026eff11113601eb84d7263bde.pdf
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ただし、このメッセージだけで言えば、カラカス・マフィアと VP との関係が

明確に示唆されているとは言えない印象を受けた。 

 

６月から主要野党は抗議行動を呼びかけており、抗議行動を大きな波にする準

備をしていたことは想像に難くない（「ベネズエラ・トゥデイ No.609」）。 

 

確かにここ最近「El Valle」「La Vega」でマフィアの活動が活発であったこと

は確かだが、マフィアが活発になったことと、VP 党員のやり取りに直接的な

関係があるかどうかは断言できないだろう。 

 

だからこそ、このメッセージのやり取りは事実の可能性が高い印象を受けた。 

 

なお、仮にこのメッセージだけでは VP とマフィアとの関係を示す証拠になら

ないとしても VP はこのメッセージが事実であると認めることはできない。 

 

なぜなら、一連のやり取りでは抗議行動を拡大させるために VP がお金を使っ

ていることが明確に書かれている。お金を払って抗議行動を拡大させているこ

とを認められるはずがない。 

 

そして、お金を支払う相手について、VP 党員が「悪党」と呼んでいることも

書かれている。つまり、このメッセージが事実だと認めることは、VP が協力

者を「お金を無心する悪党」と呼んでいることを認めることになる。 

 

グアイド政権が抗議行動を拡大させたいと考えているのは、これまでの彼らの

演説からみて明らかだ。そのために党員が水面下で抗議行動を過熱させるため

の活動をしていることは想像に難くない。VP とマフィアの関係は定かではな

いが、個人的には、公表されたやり取りは事実の可能性が高いと感じた。 

 

ただ、仮にそうであれば「Fundaredes」のタラソナ氏のメッセージのやり取り

も事実の可能性が高いことになる。特にタラソナ氏はマドゥロ政権に拘束され

ており、携帯電話も押収されているはずだ。その携帯電話から過去のメッセー

ジのやり取りを入手することは、VP 党員たちのメッセージのやり取りを入手

するより容易なはずだ。 

 

ただ、ドゥケ大統領の暗殺未遂事件がコロンビア政府の自作自演という主張は

にわかには信じがたく、怪しい印象も受けている。 

POINT 

 

 

このメッセージは VP

党員とマフィアとの関

係を決定づける証拠で

はないが、 

① 抗議行動を拡大させ

るためお金を使って

いる 

② 抗議行動の協力者を

「悪党」呼ばわりし

ている 

ことが明確に書かれて

おり、VP として認めら

れないだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/26f1485f604c5c283f2236f47469d324.pdf
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クリニカ・アビラの外観 

 

３．クリニカ・アビラの Covid-１９対応状況                                  

 

今週「ウィークリーレポート No.208」で、カラカスの治安状況「マフィアと

軍・警察の衝突が激しい地域」についてレポートを作成した。 

 

ベネズエラで活動をするにあたり、生活面で考慮するべきリスクは「治安」と

「医療」だろう。 

 

以下では、カラカスで日本人駐在員が病院を利用する際に最初の選択肢になる

民間病院「クリニカ・アビラ」の状況について紹介したい。 

 

以下の内容は「クリニカ・アビラ」の副病院長で感染症医師のエクトル・マル

カノ氏が対応した２０２１年３月のインタビューの内容。 

 

 

＜資材不足などはあるか？＞ 

数カ月前から必要な資材を整えているので、現時点では幸い Covid-１９に必要

な資材・設備は整っている。 

一度しか使用してはいけない医療用品は一度で廃棄しており、医療従事者の感

染用備品の用意がある。 

 

Covid-１９の「ベッド」は普通のベッドとは違う。患者の隔離が必要で、Covid-

１９患者専用の階層が必要になる。この階層は１つのエレベーターしか出入り

することが出来ず、この階層に入る人は感染対策の防護服・ゴム手袋など完全

対策をしている。患者のアテンドに必要な酸素や設備も整えている。 

Covid-１９の対応は、他の病気のようにはいかないが、我々はできる限りの対

応をしている。他の病院もそうだろう。 

 

＜収容能力は？＞ 

病院への入院は患者の病状と病院の収容能力によって異なる。 

全ての Covid-１９患者が入院する必要はない。 

幸いにも感染したからといって入院の必要があるのは全体で見れば少数だ。 

しかし、少数だとしても病院の能力を大きく圧迫する。 

 

 

POINT 

 

 

 

（２１年３月時点） 

医療資材など必要なも

のは整っている。 

 

Covid-１９専用の階層

があり、出入りはエレ

ベーターのみ。厳格に

管理している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9a96833e9ba334b2aabb9e04783b78a4.pdf
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クリニカ・アビラの集中治療室 

クリニカ・アビラ受付 

 

具体的にどのくらい収容できるかという数字は、正確なものではないので言え

ない。ただ、収容能力を増やす必要はあり、昨日 Covid-１９対応用の階層を１

つ増やした。 

 

病院の状況は個別にその病院に聞かなければいけないが、現在「クリニカ・ア

ビラ」は、感染者の家族、感染者から雪崩れ（なだれ）のような電話の嵐を受

けている。 

 

 

また、２０２１年４月にマルカノ氏は「Union Radio」のインタビューで入院

料について答えている。そのインタビューの記事について紹介したい。 

 

 

Covid-１９を理由に集中治療室を利用した場合、入院料は１日当たり２０００

～２５００ドルかかる。また、場合によってはそれよりも高額になる。 

 

加えて、Covid-１９を理由とした入院は短くても１０～１５日。 

Covid-１９の入院は通常の病気よりも長くなることが多く、１回の入院で４０，

０００ドルかかることもあり、外国の保険に入ることが必要。 

 

この入院代の支払いが遅れている保険会社は多く、病院は資金的な圧力を受け

ている。医療対応では、必要な医薬品、設備、医療従事者の感染対策など必要

なものがある。この種の支払いを遅らせることは許容できない。 

 

前述の通り、Covid-１９の治療は高額だが、経済的な理由で患者への医療を留

めることはできない。資金的な問題があると知りながら集中治療室で治療を施

した患者もいる。それが、最終的に病院側の資金状況を圧迫させるであろうこ

とは理解していても対応する義務がある。 

 

 

最近、「クリニカ・アビラ」は自身の Youtube を開設し、病院の設備拡充など

について紹介している。その中で確認できる写真をいくつか紹介したい。 

写真や映像を見る限り病院として機能している印象は受けた。 

なお、病院の口コミサイトで「クリニカ・アビラ」を確認すると、良い評価が

多い一方で、レセプションのアテンドが悪い、医師の対応が悪いなどのコメン

トも散見される。 

POINT 

 

 

料金は４万ドルの場合

も。 
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４．ベネズエラ債券・経済指標の増減（７月１６日時点）       

 

債券 
取引 

価格 
先週比  

国債 10.25 0.00  

PDVSA 5.00 0.00  

PDVSA20 25.00 0.00  

カラカス電力 3.00 0.00  

         

資源 
取引 

価格 
先週比  

原

油 

WTI 71.81 -3.69   

Brent 73.81 -3.20   

Venezolano（7 月 10 日） 53.43 -5.55   

GOLD（オンス） 1,810.9  0.13   

         

    百万ドル 先週比  

外貨準備（木曜時点） 6,196  0.31   

         

為替レート 
ボリバル 

／ドル 
先週比  

両替テーブル 3,548,284  8.31   

並行レート 3,700,022  11.90   

（出所）Avsecurity、ベネズエラ中央銀行、Dolar Today 

債券・経済指標の動き  解説 

 

 

 

今週、原油価格は大きく下

落。WTI、ブレントは１バレ

ル７０ドル前半まで下落。 

ベネズエラ産原油も先週比

５．５％減と大きく下落し

た。 

 

為替レートについては、中央

銀行が金融機関へのドル供給

を減らしたようで、大きくボ

リバル安に推移。 

 

並行レートは先週比１１．

９％増の１ドル BsS.３７０

万、公定レート（両替テーブ

ル）は同８．３％増の１ドル

BsS.３５５万になった。 

 

ここ数カ月、インフレ率は落

ち着いていたが、並行レート

の上昇は物価の上昇圧力にな

りそうだ。 

 

以上 

 


